
No. 求刑 罪名 裁判所 日付

1639 懲役３年（４） 求刑懲役3年 児童福祉法違反（淫行）、未成年者誘拐罪 横浜地裁 2017/3/16

1625 懲役２年6月 求刑懲役4年 児童福祉法違反（淫行）罪 京都地裁 2017/1/20

1518 懲役２年2月 児童福祉法違反（淫行）罪 前橋地裁 2015/10/14

1397 懲役２年4月 求刑懲役4年 児童福祉法違反（淫行）、特別公務員暴行陵虐罪 水戸地裁 2014/3/28

懲役１年10月

罰金100万円

1377 懲役３年 求刑懲役3年 児童福祉法違反（淫行）罪 横浜地裁 2014/1/10

1365 懲役２年6月 求刑懲役6年 児童福祉法違反（淫行）などの罪 横浜地裁 2013/10/18

1352 懲役４年 求刑懲役7年 児童福祉法違反（淫行）などの罪 横浜地裁 2013/8/23

懲役３年（５） 求刑懲役3年

罰金20万円 罰金20万円

1219 上告棄却 懲役６年 児童福祉法違反（淫行）罪 最高裁第3小法廷 2012/11/12

1154 懲役３年 求刑懲役3年6月 児童福祉法違反、福岡県青少年健全育成条例違反の罪 福岡地裁 2012/7/13

1126 懲役２年6月（４） 求刑懲役２年6月 児童福祉法違反（淫行）罪 秋田地裁 2012/5/29

1074 控訴棄却 懲役６年 児童福祉法違反罪 福岡高裁 2012/2/29

1036 懲役９年 求刑懲役10年 児童福祉法違反、児童買春ポルノ処罰法違反などの罪 東京地裁立川支部 2011/12/27

926 懲役２年6月（４） 求刑懲役2年6月 児童福祉法違反（淫行）罪 福岡地裁 2011/6/3

924 懲役１年6月（３） 求刑懲役1年6月 児童福祉法違反の罪 京都地裁 2011/5/27

908 懲役５年6月 求刑懲役8年 児童福祉法違反の罪 札幌地裁 2011/4/18

862 懲役２年6月 求刑懲役4年 児童福祉法違反の罪 前橋地裁 2011/2/3

懲役２年6月（４） 求刑懲役2年6月

罰金30万円 罰金30万円

2被告 2被告
懲役２年6月（３） 求刑懲役2年6月
罰金100万円 罰金100万円

懲役２年6月（５）

罰金50万円
2010/4/28656 売春防止法違反罪 奈良地裁

709 児童福祉法違反、売春防止法違反（周旋）の罪 神戸地裁 2010/6/25

1318 児童福祉法違反、売春防止法違反などの罪 熊本地裁 2013/5/29

851 売春防止法違反（場所提供業）の罪 東京地裁 2011/1/25

まさかりの部屋　性犯罪・判例　児童福祉法、売春防止法違反の罪の場合　（2005/12/16～2017/3/16）

判決

b36 児童福祉法違反（淫行）、売春防止法違反（周旋）罪 秋田地裁 2014/1/17



580 懲役８年 求刑懲役10年 児童福祉法違反罪 神戸地裁 2009/12/18

535 懲役３年（５） 求刑懲役3年6月 売春防止法違反、児童福祉法違反などの罪 佐賀地裁 2009/9/9

懲役２年4月 求刑懲役3年6月

罰金30万円 罰金30万円

500 懲役６年 求刑懲役7年 児童福祉法違反の罪 宇都宮地裁 2009/4/22

484 懲役３年4月 求刑懲役6年 児童福祉法違反の罪 東京家裁 2009/3/9

懲役７年 求刑懲役8年

罰金10万円 罰金10万円

464 懲役４年 求刑懲役6年 児童福祉法違反の罪 東京家裁 2009/1/8

懲役３年6月 求刑懲役5年

罰金10万円 罰金10万円

420 懲役１年8月 求刑懲役3年 児童福祉法違反の罪 さいたま家裁川越支部 2008/9/18

懲役２年 求刑懲役2年6月

罰金30万円 罰金30万円

懲役２年（５） 求刑懲役2年

罰金30万円 罰金30万円

401 控訴棄却 懲役２年6月 児童福祉法違反の罪（わいせつ行為） 東京高裁 2008/8/4

381 懲役１年8月 求刑懲役2年6月 児童福祉法違反,などの罪 千葉家裁 2008/6/12

2被告

懲役１年6月（３）

341 懲役３年6月 求刑懲役4年 職業安定法違反（有害業務紹介）などの罪 長崎地裁 2008/3/6

334 懲役２年6月 求刑懲役4年 児童福祉法違反の罪 和歌山家裁 2008/2/13

315 懲役２年6月 求刑懲役3年6月 児童福祉法違反の罪 甲府家裁 2007/12/27

314 懲役２年 求刑懲役3年6月 児童福祉法違反の罪 富山家裁 2007/12/26

279 懲役１年（４） 求刑懲役1年 児童福祉法違反の罪 福井家裁 2007/3/31

279 懲役１年6月（４） 求刑懲役1年6月 児童福祉法違反の罪 福井家裁 2007/3/31

懲役２年 求刑懲役3年

罰金30万円 罰金30万円

254 控訴棄却 懲役２年 　 児童福祉法違反の罪 仙台高裁 2007/2/3

269 売春防止法違反、児童福祉法違反の罪 高松地裁 2007/3/9

2008/3/6

416 売春防止法違反などの罪 京都地裁 2008/9/10

408 児童福祉法、売春防止法違反の罪 福岡家裁小倉支部 2008/8/27

341 求刑懲役1年6月 職業安定法違反（有害業務紹介）などの罪 長崎地裁

473 児童福祉法違反、売春防止法違反の罪 和歌山家裁 2009/2/5

463 児童福祉法違反、売春防止法違反の罪 和歌山家裁 2008/12/25

511 売春防止法違反、職業安定法違反などの罪 さいたま地裁 2009/5/29



懲役３年（５） 求刑懲役3年

罰金40万円 罰金40万円

223 懲役１年 － 愛知県青少年保護育成条例違反の罪 名古屋地裁岡崎支部 2006/12/5

223 懲役１年6月 求刑懲役2年6月 児童福祉法違反などの罪 名古屋家裁岡崎支部 2006/12/5

懲役１年

（猶予取消）

171 懲役１年2月 求刑懲役2年 児童福祉法違反の罪 静岡家裁 2006/8/11

懲役１年6月（３）

罰金20万円

3被告

懲役１年（３）

74 懲役７年 求刑懲役7年 児童福祉法違反の罪 奈良家裁 2006/1/13

懲役８年 求刑懲役8年

罰金600万円 罰金1000万円

61 懲役４年 求刑懲役4年 児童福祉法違反の罪 奈良家裁 2005/12/16

合算
74 強姦などの罪 奈良地裁 2006/1/13

2006/2/21

119 一審破棄 一審無罪 売春防止法違反（場所提供）の罪 名古屋高裁 2006/4/13

91 求刑懲役1年 児童福祉法違反の罪 那覇家裁

2006/8/11

240 売春防止法違反などの罪 高松地裁 2007/1/16

合算

171
合算

求刑懲役1年 静岡県青少年条例違反の罪 静岡地裁


